日本体育測定評価学会 2022 年度 第１回理事会 議事録

日時：2022 年 5 月 28 日（土曜日） 14:04～16:19
場所：Zoom による Web 会議（各自のオフィス等）
出席者：村瀬（会長）
，宮口，武藤，長澤（副会長）
，太田，酒井（監事）
，山次（理事長），中谷，
佐藤進（副理事長），石原，大藏，春日，久保田，坂井，鈴木，高橋，中田由，野口，萩，林，山
田，涌井（理事）
書面出席者：北林，中田征，石井，村山，松田，佐藤敏，小林（理事）
欠席者：國土（理事）

・定足数の確認
議長（山次理事長）が定足数を満たしていることを報告し，開会を宣言した．
・会長挨拶
村瀬会長より，開会の挨拶があった．
・議事録署名人の選出
議長が議事録署名人に林理事と久保田理事を指名したい旨を発言し，一同に承認された．

議 題：
Ⅰ．協議事項
１．2021 年度会計決算報告書(案)について，涌井庶務委員長より，資料 A-1，2 に基づき説明
がなされた．太田監事より会計書類を監査した結果，適正に処理されていることを確認し
たとの報告があった．審議の結果，原案が承認された．
２．日本体育測定評価学会第 21 回大会収支報告書(案)について，中谷学会大会委員長より，資
料 A-3 に基づき説明がなされた．審議の結果，原案が承認された．
３．機関誌の紙媒体の廃止について，中田由編集委員長より，資料 B-1 に基づき説明がなされた．
次号(第 22 巻)発刊時は現行の紙媒体方式で進め，次々号（第 23 巻）よりオンライン化に
移行すること，ただし今年度の総会案内・学会誌送付時に学会員へ予告しながら，紙媒体
希望者にも対応していくことについて，またオンライン化にともない 2,000 円/編の追加経
費が生じることについて審議し，了承された．オンライン化移行後の紙媒体の有料化につ
いては今後の検討事項とすることが確認された．また，紙媒体を廃止した場合 J-STAGE に
企業広告掲載ができないことから，学会 HP に企業広告を掲載する等の提案が出され，この
点については他委員会における検討事項とすることとなった．
４．J-STAGE に会員専用の閲覧制限をつけるかどうかについて，中田由編集委員長より，資料 B-1
に基づき説明がなされた．審議の結果，閲覧制限はかけない方向で進めることが承認され
た．
５．日本体育測定評価学会第 22 回大会（案）について，中谷学会大会委員長より，資料 C-1 に
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基づき説明がなされた．東海大学において身体科学研究会と共催で 2023 年 3 月 12 日（日）
の 1 日開催とすることの原案について了承された．参加費無料の研究会との共催であるこ
とから，大会参加費を徴収する測定評価学会大会との差別化について今後検討することと
なった．中田由編集委員長および林理事より， 優秀発表選考と表彰手続きに関して，編集
委員会のみでの対応では負担が大きいことから，再検討してほしいとの意見が出され，今
後山次理事長と編集委員会で業務分担等を検討していくこととなった．また，高橋将来検
討委員長より，日本体育・スポーツ・健康学会大会における測定評価専門領域優秀発表の
方向性も含めて検討したいので，将来検討委員会も含めて議論したいとの要望が出され，
承認された．
６．2022 年度研究助成申請書の審査結果(案)について，萩研究推進・研究助成委員長より資料
D-1 に基づき，2022 年度応募がなかったこと，時期的な問題から再公募せず「採択なし」
としたいことが提案され，了承された．
７．2021 年度研究助成報告書の審査結果(案)について，萩研究推進・研究助成委員長より資料
D-1，2，3 に基づき説明がなされ，審議の結果，原案が承認された．
８．日本体育・スポーツ・健康学会第 72 回大会での「優秀発表」（案）について，高橋将来検
討委員長より，資料 E-1 に基づいて提案がなされ，今年度は実施しないという原案が承認
された．
９．研究倫理審査の今後の方向性（案）について，佐藤進倫理委員長より，資料 F-1 に基づいて
説明がなされた．会員に対する調査の結果，現在は会員の所属機関に倫理委員会がほぼ設
置されていることが報告された．協議の結果，本学会の倫理委員会は役割を終えたものと
して今後廃止の方向で進めていくことが了承された．

Ⅱ．報告事項
１．学会事務局報告：
坂井事務局長より，資料 G-1 に基づき，4 月 25 日現在会員数（249 名・名誉会員 12 名）
，
入退会者数（3 月 8 日から 4 月 25 日：入会 1 名，退会 9 名）
，2021 年度学会費納入者数（246
名）
，メーリングリストの運用について（編集委員会，倫理委員会）
， 日本体育・スポーツ・
健康学会事務局への 2021 年度活動・会計報告の提出について，委嘱状の送付についての報
告がなされた．
２．各委員会報告
1)庶務委員会：
涌井庶務委員長より，日本体育・スポーツ・健康学会事務局へ 2021 年度決算報告書提出予
定について報告があった．
2)編集委員会：
中田由編集委員長より， 資料 B-1 に基づき，論文審査状況，オンラインジャーナルアクセ
ス件数，和文機関誌発行，第 21 回大会「優秀発表」選考について，学会機関誌 Web 公開作
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業，受理論文の早期公開および和文誌・英文誌の一本化について，EBSCO への収載，投稿
規定の改定についての報告がなされた．
3)学会大会委員会：
中谷学会大会委員長より， 資料 C-1 に基づき，日本体育測定評価学会第 21 回大会につい
て（特別講演，口頭発表 44 演題，優秀発表 4 題）の報告がなされた．日本体育・スポーツ・
健康学会第 72 回大会については，口頭発表 12 演題となったため，資料 C-1 で示した時間
を変更し，口頭発表①は 10:20～11:40，口頭発表②は 15:20～16:40，ポスター発表は責任
着座時間を 11:40～12:20 の予定とするとの報告があった．鈴木理事（日本体育・スポーツ・
健康学会第 72 回大会事務局長）より，現在の準備状況について，全体の演題数が多くない
ためポスターは 3 日間掲示が可能であること，対面を予定していることの報告があった．
太田監事より，当日資料に基づき， 日本体育・スポーツ・健康学会第 72 回大会専門領域
特別企画「波多野先生との対談」収録状況の報告があった．山次理事長より，専門領域企
画の発表，測定評価学会大会シンポジウムについて発表者に機関誌の特集記事への執筆依
頼を検討していただきたいとの発言があり，中田由編集委員長が了承した．
4)研究推進委員会・研究助成委員会：
萩研究推進・研究助成委員長より，資料 D-1 に基づき，2021 年度研究助成採択者の報告義
務への対処についての報告があった．
5)渉外委員会：特になし
6)ホームページ管理委員会：特になし
7)将来検討委員会：
高橋将来検討委員長より，資料 E-1 に基づき，学会員の情報交流の機会増加のための方策
案(Science Café 等）について報告があった．
8)倫理委員会：特になし
9)選挙管理委員会：
久保田選挙管理委員長より，投票用紙 250 通を発送したこと，6 月 17 日消印有効として回
収し，21 日投票用紙開封予定であることの報告がなされた．村瀬会長より，今後の女性役
員の構成割合を高められるように考慮する必要があること，評議員の選出基準として選挙
での得票数も関係してくること，などの説明があった．

３．その他
鈴木理事より，評議員の活動内容について確認があった．山次理事長より，これまでの活
動実績として，日本体育・スポーツ・健康学会の優秀発表の審査員，総会の議長，議事録
署名人，日本体育・スポーツ・健康学会への測定評価専門領域からの委員の選出，機関誌
編集委員等が説明された．鈴木理事より，今後，評議員により活発に活動していただきた
いこと，評議員と理事会との接点が増えると良い，との意見が出された．
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〔事前配布資料〕
資料 A-1 2021 年度日本体育測定評価学会会計報告
資料 A-2

2021 年度日本体育測定評価学会会計決算報告書

資料 A-3 日本体育測定評価学会第 21 回大会収支報告書
資料 B-1 編集委員会資料
資料 C-1 学会大会委員会資料
資料 D-1 研究推進・助成委員会資料〔研究助成(審査)に係わる協議事項など)〕
資料 D-2 2021 年度 研究助成報告書審査結果一覧表(案)
資料 D-3 2021 年度 研究助成報告書および収支報告書の審査結果報告(案)
資料 E-1 将来検討委員会資料
資料 F-1 倫理委員会資料
資料 G-1 事務局資料

〔当日配布資料〕
2022 年度第１回理事会議題一覧

以上で，議事を終了し，散会とした．

この議事録が適正に作成されていることを認めます．

議事録承認 2022 年 6 月 3 日

議事録署名人

林

議事録署名人

久 保 田

議

山 次

長

容 市

㊞

浩 史

俊 介

㊞

㊞

以上

〔※平成 25 年度第 1 回理事会議事録から，学会ホームページ公表用議事録には議事録署名人および議
長の直筆署名と印は示さず，署名捺印された書類は学会事務局で保管することになりました．〕
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